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企画総務部のことしのまちづくり 

 

 

 

①ＪＲ北海道利用促進事業《企画調整課》                     

拡 充  ９０万円 

住民のマイレール意識の醸成及び利用促進を

図るため、園児の汽車遠足、家族・グループの

小旅行、中学校の部活動などに対して乗車運賃

等を助成します。 

新たに高校の部活動、大人だけの小旅行も対

象とします。 

 

②ＪＲ北海道応援事業《企画調整課》                     

新 規  ６０万円 

「ＪＲ北海道応援宣言」の取組を広く提唱し、

路線存続の気運醸成を図ります。 

また、鉄道の賑わい創出や利用促進に向けた、

市民団体等による自発的な活動を支援します。 

 

③地域連携釧網本線利活用推進事業 

《企画調整課》 ８５万円 

釧網本線の沿線自治体等で構成する「JR 釧網

本線維持活性化沿線協議会」において、外部事

業者や域内事業者とともに、釧網本線の観光利

用促進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①公衆フリーＷｉ－Ｆｉ環境整備事業 

 《情報政策課》   拡 充  ３６０万円 

市庁舎やスポーツ施設等にフリーWi-Fi を整

備し、施設利用者の利便性向上を図るとともに、

災害時における情報収集手段の確保を図ります。 

②基幹系・情報系端末更新事業 

 《情報政策課》   拡 充  ８３４万円 

基幹系 総事業費 ２，７５５万円 

情報系 総事業費 ４，６１７万円 

住民記録、市税等の基幹システム端末の更新

します。また、庁内業務用パソコンの OS を

Windows10 に更新します。 

 

 

 

①防災諸費 《総務防災課》 

・地域防災訓練の実施         ２８万円 

関係団体と連携し、地域の特性に応じた防

災訓練や防災研修を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・土砂災害ハザードマップの作成 

拡 充  １５６万円 

北海道が指定する土砂災害警戒区域等の土

砂災害ハザードマップを作成し、地域住民等

に配布します。 

生 活 安 全 

通 信 公 共 交 通 
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・防災備蓄品の整備 

拡 充  １４３万円 

災害発生に備え、小中学校に備蓄する食料

や資機材の更新整備を行います。 

・避難所の非常用電源整備 

拡 充  ５００万円 

災害時に避難所となるコミセン等に、災害

時非常用電源を整備します。 

・Ｊ-ＡＬＥＲＴ
ア ラ ー ト

多重化整備事業 

新 規  ９１９万円 

国からのＪアラート及び市役所からの防災

情報等をコミュニティＦＭ放送に緊急割込す

るシステムを構築し、災害時における新たな

緊急伝達手段を整備します。 

・緊急告知防災ラジオ整備事業 

新 規  ７，４００万円 

高齢者世帯等に緊急告知ラジオを配布貸与

します。 

②消防の機能強化 《消防》  

拡 充  ７，９３９万円 

高規格救急自動車及び消防団の消防ポンプ

自動車を更新します。 

 

 

 

 

 

①東京農大学生確保対策支援補助金 

《企画調整課》         ２００万円 

東京農大の学生を確保するため、市内、東京

農大と相互協力協定を締結している管内の高校

及び交流都市から入学する保護者の経済的負担

を軽減するため、入学費用の一部を支援します。 

 

②日体大高等支援学校入学支援補助金 

《企画調整課》        ６００万円 

保護者の入学時の経済的負担を軽減するため、

入学費用の一部を支援します。 

③日体大高等支援学校施設整備事業 

補助金《企画調整課》  １，０００万円 

  同校の施設整備及び教育活動に要する経費を

助成することにより、特別支援教育の向上と地

域密着型の魅力ある学校づくりを支援します。 

 

 

 

 

①６次産業化プロデューサー育成事業 

《企画調整課》         ４００万円 

東京農大と連携し、マネジメントマーケティ

ング能力を有した地域活性化の中核となる人

材を育成します。 

 

 

 

 

①友好都市訪問団派遣事業《企画調整課》                    

１３８万円 

厚木市へ小学生訪問団を派遣し、首都圏の文

化や環境に触れ友好を深めるとともに、集団行

動による協調性、自主性の育成を図ります。 

 

②生涯活躍のまち構築推進事業 

《企画調整課》        １５２万円 

東京農大と連携し、首都圏から健康で多様な

知識・経験をもつ人材の還流を図る「網走版Ｃ

ＣＲＣ構想」を推進します。 

 

 

 

①庁舎建設基本構想策定事業 

《公共施設耐震化等対策室》 

新 規  ８２５万円 

新庁舎の基本方針、機能、規模等を示す基本

構想を策定します。 

産 業 振 興 

国際交流、地域間交流 

 

高等学校、高等教育 

行 政 運 営 
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市民環境部のことしのまちづくり 

 

 

保健《戸籍保険課》 

①あばしり健康マイレージ事業 

            拡 充 ９０万円 

健康づくりの意欲を高めるために、３０歳以

上の市民を対象に、健康関連事業の参加に際し

てポイントを付与し、貯まったポイントに応じ

て賞品を贈呈します。 

 

地域医療・救急医療《戸籍保険課》 

①重度心身障がい者医療助成事業 

             ４，９９４万円 

重度心身障がい者の健康保持及び福祉の増進

を図るため、医療費の自己負担分の全額又は一

部を助成します。 
 

社会保障《戸籍保険課》 

①検診助成事業《国民健康保険特別会計》             

  国保被保険者を対象に検診助成を行います。 

・人間ドック助成       ５８６万円 

２年に１度、４０歳から６５歳未満を対象 

・脳ドック助成         ７８２万円 

２年に１度、４０歳から７５歳未満を対象 

・ミニドック検診       ２９２万円 

がん検診 年３回 

②脳ドック助成事業 

《後期高齢者医療特別会計》  ２０１万円 

後期高齢者の方を対象に脳ドックの助成を行

います。 

 

 
 

 

自然環境《生活環境課》 

①濤沸湖水鳥・湿地センター管理運営事業 

           ８５９万円 

ラムサール条約登録湿地となっている濤沸湖

における環境学習・保全調査の拠点施設の管理

運営を担い、利用促進を図ります。 

②濤沸湖エコツーリズム推進事業 

           ４１万円 

濤沸湖のローカルルール改正とガイドを養成

し、濤沸湖の環境保全と利用の両立を図ります。 

③濤沸湖エコツーリズム講演会開催事業 

        新 規 ５０万円 

㈱モンベルとの包括連携協定に基づき、エコ

ツーリズムに関する講演会を開催します。 

④地球温暖化対策 

市民や事業者が実践することができる取組の

普及啓発を図ります。また、庁内では市役所地

球温暖化対策実行計画等の取組を進めます。 

・地球温暖化対策推進事業      １４万円 

・「環境展」開催事業       １７万円 

 

景観形成《市民活動推進課》 

①花いっぱいのまちづくり推進事業 

              ３３１万円 

町内会等へ花苗を提供し、花いっぱいのまち

づくりの推進を図ります。 

 

生活環境《生活環境課》 

①空き家等対策事業        ２９万円 

市民の安全、安心なまちづくりを推進するた

め、空き家等対策の推進を図ります。 

②公害等の防止 

・悪臭防止対策事業        １２９万円 

悪臭を防止するため、募集したパネラーによ

る悪臭の測定や機器分析により、悪臭の発生源

の特定と改善を進めます。 
 

・水質汚濁防止対策事業       ６４万円 

河川の水質を監視するため水質検査を実施し、

水質汚濁の未然防止を図ります。 
 

・騒音振動防止対策事業    １８７万円 

法に基づく騒音・振動防止対策の一環として、

自動車交通騒音に係る常時監視及び面的評価を

実施し、測定・調査の充実を図ります。 

保 健 医 療 

環   境 
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資源循環《生活環境課》 

①ごみ収集・処理事業   ３億５０４万円 

家庭から出たごみの収集とごみ処理場に集め

られたごみの破砕・埋立処理を行います。 

 

②資源リサイクルの推進 

・リサイクル事業   １億５，０３８万円 

家庭から出た資源物や容器包装プラスチック

及び生ごみの分別収集と再資源化処理を行いま

す。 

 

③ごみ減量化の推進《生活環境課》 

・資源物集団回収支援事業     ２０９万円 

地域でのリサイクルを進めるため、町内会な

どで実施する資源物の集団回収に対して、１㎏

当たり４円の助成を行います。 

 
 
 
 

市民活動《市民活動推進課》 

①コミュニティセンターの管理運営 

            ３，５５７万円 

地域住民の活動拠点であるコミセン、住民セ

ンターなどのコミュニティ施設を地域の指定管

理者により管理運営します。 

 

②集会施設設置改修事業 

  拡 充 １２７万円 

町内会・自治会が所有管理する集会施設の改

修要望に対し、補助を行います。 

 

③食品加工体験センター管理運営事業        

１，１２１万円 

地場産品等の食品加工体験を通じて、安心・

安全な食品知識の習得と市民活動の場を提供し

ます。 

④市民活動活性化事業       ７０万円 

市民活動や町内会活動の活性化を図るセミナ

ーを開催します。 
 

⑤青少年平和都市友好交流事業 ８７万円 

平和学習を行うため、友好都市の糸満市に中

学生を派遣し、平和の尊さや戦争の悲惨さを広

く市民に伝えます。 

 

⑥嘉多山地区総合研修センター改修事業 

   拡 充 ５５０万円 

嘉多山保育園の統合に伴い、嘉多山地区総合

研修センターの改修を行います。 

 

 

 

 

生活安全《市民活動推進課》 

①交通安全教室事業      ２５万円 

園児、小中学生及び高齢者を対象とした交通安

全教室の開催を通じて、交通安全意識の啓発と交

通事故の防止を図ります。 

 

②防犯灯管理事業     １，３８２万円 

町内会連合会及び地区連合町内会の協力のも

と、市内防犯灯の維持管理を図ります。 

 

③消費生活相談事業     ２７４万円 

消費生活上の疑問や不安に対応する消費生活

相談室を開設し、市民の消費生活トラブルの解

消に努めるとともに、消費生活に関する情報を

提供します。 

 

 

 

火葬場・墓地《生活環境課》 

①墓地改修事業        ３９０万円 

桂町墓地の参道を整備します。 

生 活 安 全 

地 域 協 働 

生 活 基 盤 
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健康福祉部のことしのまちづくり 

 

 

①精神保健事業《健康推進課》 

精神的な問題を抱える当事者や家族が、社会

で孤立することなく、地域生活の維持・向上が

できるよう支援します。 

・「北海道いのちの電話」相談促進事業 

 ３３万円 

・精神保健事業 拡 充  ７９万円 

 

②健康診査の実施《健康推進課》 

各種検診を行います。 

・ミニドック検診（年３回） 

・がん検診 ２，５９９万円 

(胃・肺・大腸・前立腺・子宮・乳がん) 

・骨粗しょう症検診      ５２万円 

・３０代ファスト健康診査 

新 規  ５４万円 

・肝炎ウイルス検査 ８万円 

・エキノコックス症検査 ５３万円 

 

③がん検診推進事業《健康推進課》 

 ７７万円 

がんの早期発見、がんによる死亡者の減少に

つなげるため、子宮頸がん・乳がん検診の受診

対象者にクーポン券を配布し、検診を無料で実

施します。 

④胃がんリスク検診《健康推進課》 

拡 充  １１８万円 

中学生及び 30 歳以上の市民を対象に胃がん

発症の原因とされるピロリ菌保有検査を実施

します。 

⑤母子保健事業《健康推進課》 

・乳幼児健診等 ３７０万円 

母子手帳の交付、赤ちゃん訪問、乳幼児健診、

フッ素塗布など、母と子の健康の保持・増進を

図ります。 

 

・妊婦健康診査 ２，０４２万円 

妊婦の健康の保持・増進、経済的支援を行う

ため、１４回の健診と６回の超音波検査費用を

助成します。 

・５歳児健康相談 新 規  ３１万円 

５歳児（年中児）とその保護者を対象に、発

達等に関するアンケートを実施し、希望者に対

して健康相談を行います。 

・新生児聴覚検査 １００万円 

新生児の聴覚障がいによる音声言語発達等

への影響を最小限に抑えるため、検査費用を助

成します。 

・育児教室、母親・両親学級  １６万円 

妊娠、出産、育児に関する、正しい知識の普

及と親同士の交流や仲間づくりを進めるとと

もに、父親の子育て参加を促進します。 

・産婦健康診査事業  新 規 １６０万円 

産婦の身体的回復、産後うつの予防や経済的

負担の軽減を行うため、健診費用を助成します。 

・産後ケア事業    新 規 １１１万円 

産後４か月までの母子を対象に、助産師等に

よる母親の心身のケア、育児相談・授乳指導な

どの費用を助成し、支援の充実を図ります。 

・母子手帳アプリ事業  新 規  ３９万円 

母子手帳のスマートフォンアプリを活用し、

妊娠中から出産、子育て期のライフステージに

合わせたサポートを実施します。 

⑥感染症の予防《健康推進課》 

・麻しん･風しん予防接種 

 拡 充 １，３９４万円 

麻しん・風しんの感染予防のため、抗体検査

及び予防接種に係る費用の一部を助成します。  

また、抗体保有率の低い世代の男性も新たに

助成対象とします。  

・小児用肺炎球菌予防接種 １，０１８万円 

細菌性髄膜炎の感染を防ぐため、小児用肺炎

球菌ワクチンによる乳幼児の予防接種を行い

ます。 

保 健 
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・ヒブ予防接種 ７９５万円 

細菌性髄膜炎の感染を防ぐため、ヒブワクチ

ンによる乳幼児の予防接種を行います。 

・日本脳炎予防接種 拡 充 １，８００万円 

日本脳炎の予防のため予防接種を行います。 

・高齢者インフルエンザ予防接種 

 １，５９０万円 

65 歳以上及び身体障害（内部障害）１級程

度の60歳～64歳のインフルエンザ予防接種料

の一部を助成します。 

・こどもインフルエンザ予防接種 

 拡 充 ２，１３６万円 

幼児から高校３年生までのインフルエンザ

予防接種料を全額助成します。 

・水痘予防接種 ４０４万円 

水痘感染を防ぐため、予防接種を行います。 

・成人用肺炎球菌予防接種  ４０５万円 

肺炎球菌感染症予防のため、65 歳以上（５

歳刻み）及び身体障害（内部障害）１級程度の

60 歳～64 歳の予防接種料の一部を助成します。 

・Ｂ型肝炎予防接種 ５０３万円 

Ｂ型肝炎の感染を防ぐため、予防接種を行い

ます。 

⑦不妊治療費の助成《健康推進課》 

 拡 充  １９６万円 

特定不妊治療や保険が適用されない不妊治

療に係る治療費の一部を助成します。 

⑧不育症治療費の助成《健康推進課》 

 新 規  ３０万円 

不育症の検査及び治療を受けた場合、経費の

一部を助成します。 

⑨夏期巡回ラジオ体操開催事業 

《健康推進課》 新 規 １３０万円 

市民の健康維持・増進と、健康に対する意識

の醸成を図るため、｢夏期巡回ラジオ体操･みん

なの体操会｣を開催します。 

 

⑩受動喫煙防止対策事業《健康推進課》 

 ２０万円 

受動喫煙防止の推進を図るため、対策に向け

た検討、取組を行います。 

⑪食育の推進《健康推進課》    ９万円 

食育推進計画に基づき、食育啓発に関する事

業を推進します。 

⑫食育推進計画策定事業《健康推進課》 

 拡 充 ４０万円 

新たな食育推進計画を策定します。 

 

 

 

①特定疾患等患者通院交通費の助成 

《健康推進課》 １４８万円 

小児慢性特定疾患を含む特定疾患等患者の

通院に要する交通費の一部を助成します。 

②２４時間電話健康相談サービス 

《健康推進課》 ５５９万円 

健康や医療、育児などの悩み相談を、２４時

間電話で対応します。 

③開業医誘致推進事業《健康推進課》 

 新 規 ９０万円 

持続可能な医療体制の確保を図るため、新た

な診療所等の開設費用の一部を助成する制度

を設け、開業医の誘致を進めます。 

④看護師・薬剤師確保対策支援事業 

《健康推進課》 １，５６０万円 

病院等が実施する奨学金制度の増額を図り、

看護師及び薬剤師の確保について支援します。 

⑤コンビニのＡＥＤ設置《健康推進課》 

 ３９万円 

迅速な救急救命活動が行えるよう、身近なコ

ンビニエンスストアにＡＥＤを設置します。 

⑥公的病院等支援事業《健康推進課》 

・網走厚生病院小児医療等運営補助 

 ４，８００万円 

小児医療等の安定的な診療体制確保するた

め、公的な医療機関に助成を行います。 

地域医療、救急医療 
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・斜網地域周産期医療支援事業 

 ２，２２０万円 

斜網地域の１市４町が連携して、斜網地域の

周産期医療体制を維持するため、北海道厚生連

を支援します。 

・網走脳神経外科・リハビリテーション 

 病院運営補助 ９５０万円 

リハビリテーションに関する診療体制を確

保するため、公的な医療機関に助成を行います。 

⑦救急医療の体制づくり《健康推進課》 

 拡 充  ７，０１９万円 

医師会と連携し、休日・夜間の救急医療体制

及び二次救急医療体制の確保を図るとともに、

休日内科急病センターの医療体制を維持しま

す。 

⑧健康都市づくり推進事業《健康推進課》 

 ７３万円 

市民が健康で安心した生活が送れるよう、ベ

ジラブル運動の推進や健康づくり指導者講習

会を開催し、健康づくりを推進します。 

 

 

 

 

地域福祉 ≪社会福祉課≫ 

 

①プレミアム付商品券発行事業 

新 規 １億７，５９２万円 

Ｈ３０補正分 ２７７万円 

消費税・地方消費税率の１０％への引上げが

低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩

和するとともに、地域における消費を喚起する

ことを目的として、低所得者及び子育て世帯に

プレミアム付き商品券を販売します。 

 

障がい者福祉 ≪社会福祉課≫ 

 

①自立生活援助給付   新 規 ８３万円 

 障がい者が１人暮らしを始めた際に、生活や

健康等の課題について、支援を行います。 

②就労定着支援給付   新 規 ７４万円 

 一般就労へ移行した障がい者が就労環境の変

化に対応できるよう、必要な支援を行います。 

③障がい児福祉サービス利用者負担金 

軽減事業           新 規 ４４６万円 

 障がい者（児）福祉サービスを利用する児童

の保護者の利用者負担を助成します。 

④手話言語普及啓発事業 新 規 ７０万円 

 手話言語条例（仮称）を制定し、手話の普及啓

発を行います。 

⑤北海道障がい者スポーツ大会開催事業 

新 規 ３８１万円 

 障がい者体力の増進、社会参加の促進を図るた

めに、第５７回北海道障がい者スポーツ大会を開

催します。 

 

高齢者福祉 ≪介護保険特別会計≫ 

 

①介護保険給付費  ２９億４，４９１万円 

介護保険は４０歳以上の方が加入者として保

険料を出し合い、介護を地域や社会全体で支え

合うための制度です。 

介護を必要とする方が介護認定によりサービ

スを利用し、サービス提供事業所や介護保険施

設に対して利用料を負担します。 

②介護保険料の負担軽減強化  ７２１万円 

  国の制度に基づき、６５歳以上の低所得者の介

護保険料を軽減します。 

③利用者負担軽減対策  １，５５０万円 

  低所得者の介護サービス利用者負担を軽減し

ます。 

④地域支援事業     ２億６，５２９万円 

高齢者が要支援・要介護状態になることを予防

し、地域において自立した日常生活を営むことが

できるよう支援します。 

 

 (1)買物支援サービス事業      ９１万円 

 要支援者等を対象とした買物代行サービスを

提供します。 

地 域 福 祉 
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 (2)短期集中予防サービス事業（訪問型） 

             １８５万円 

 閉じこもり等の心身の状況にあり、通所事業

への参加が困難な要支援者等を対象に、リハビ

リテーション専門職が居宅を訪問し、社会参加

のために必要な相談・指導等のサービスを提供

します。 

(3)高齢者等さわやか収集事業   ７４１万円 

ごみをステーションに出すことが困難な高齢

者世帯等を対象として、安否確認と併せ、ごみ

の戸別収集を行います。 

また、身体状況に応じて分別支援を行います。      

(4)地域リハビリテーション活動支援事業 

                  ９５万円 

 高齢者ふれあいの家や老人クラブなどにリハ

ビリテーション専門職を派遣し、介護予防の取

組を総合的に支援します。 

(5)介護支援ボランティアポイント事業 

             新 規 ２８１万円 

 介護支援に資するボランティア活動に取り組

む高齢者等を対象に、活動実績に応じて評価ポ

イントを付与し、ボランティアの継続と後継者

の育成を支援します。                                                      

(6)認知症高齢者見守り事業 新 規 １８万円 

関係機関と連携し、認知症などにより徘徊の

おそれのある高齢者の見守り体制の構築を進め

ます。 

(7)高齢者ふれあいの家支援   ５３４万円 

 地域ボランティアの育成と支援により、高齢

者の生きがいづくりと閉じこもり防止を目的と

したふれあいの家を開設します。 

(8)地域包括支援センター運営事業 

 ４，５７０万円 

高齢者の生活を支えるための拠点として、配

置された保健師・社会福祉士・主任介護支援専

門員といった専門職が介護予防や各種相談など

の総合的な支援を行います。 

(9)在宅医療・介護連携推進事業  ８０万円 

 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者

に、在宅医療と介護を一体的に提供するため、関

係機関と連携し、支援体制の構築を進めます。 

(10)認知症初期集中支援推進事業 １５７万円 

 専門職で構成された認知症初期集中支援チー

ムが、認知症の早期における症状の悪化防止や

総合的な支援を行うなど、適切な医療・介護等

が受けられる初期体制を推進します。 

(11)認知症地域支援・ケア向上事業 

４５１万円 

 医療機関や介護サービス及び地域の支援機関

をつなぐ役割を担う認知症地域支援推進員等を

配置し、支援体制の連携強化を図ります。 

また、多くの方が集まる場所に「認知症カフ

ェ」を開設し、認知症の人やその家族に対する

支援、認知症の啓発及び情報発信並びに交流の

機会を提供します。 

(12)生活支援体制整備事業      ９７１万円 

  高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整

備を推進するため、生活支援コーディネーターと

生活支援を担う多様な主体が参画する協議体が

連携し、高齢者の支援体制の充実や社会参加の促

進を一体的に図ります。 

 

高齢者福祉 ≪介護福祉課≫ 

 

①高齢者等除雪・融雪サービス ５１８万円 

（うち介護保険特別会計 １２０万円） 

  除雪が困難な高齢者等世帯の避難通路を確保

するため、除雪・融雪サービスを行います。 

②成年後見相談支援事業     ６３５万円 

高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせ

るよう、成年後見制度の相談や利用支援を行いま

す。 

③寝たきり高齢者等移送サービス 

６８万円 

在宅で生活する要介護４又は５の方の外出時

におけるタクシー料金の一部助成を行います。 

④ひとり暮らし等高齢者 

緊急通報システム事業  ５９５万円 

 ひとり暮らしの高齢者等世帯の緊急時に対応

するため、ボタンを押すだけで消防署へ通報で

きる機器を貸与します。 
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⑤高齢者生活総合支援事業 １，９７４万円 

   ７０歳以上の市民税非課税者のうち、要件を

満たす方を対象に、バス・ハイヤー乗車、施設

利用、買い物代行などの生活支援、除雪、入浴

に使用できる助成券を交付します。 

（１人につき６千円） 

⑥高齢者等台帳整備事業 

 拡 充  ４０万円 

  高齢者等が地域で安心して生活するため、災

害や緊急時に伴う対応や安否確認、また、関係

機関と連携した支援体制を構築するため、災害

時要援護者台帳を整備します。 

⑦介護人材確保事業        ４８万円 

  介護事業者や関係機関との連携により介護人

材の確保や離職防止に努めます。 

⑧介護福祉士確保対策支援事業 ４８万円 

  奨学金制度に取り組む介護事業所へ補助を行

い、介護福祉士の確保について支援します。 

⑨老人デイサービスセンターの改修 

拡 充  １４５万円 

 経年劣化した施設の設備機器改修工事を行い

ます。 

子ども・子育て支援 ≪子育て支援課≫ 

 

①子育てサポート事業        ３２０万円 

地域で助け合いながら子育てをする会員制の

相互支援活動を行い支援します。 

②地域子育て支援センター運営事業 

１，６１１万円 

地域子育て支援センター「どんぐり」、「ひ

まわり」の運営を通じて地域の子育てを支援し

ます。 

③児童手当の支給   ４億４，１９５万円 

 中学校修了前までの子どもを養育している方

へ児童手当を支給します。 

④子どもの居場所づくり支援事業  

                     ４４万円 

子どもたちが地域で安心して過ごすことがで

きる居場所づくりを進める活動に対し経費の一

部を助成します。 

⑤幼稚園・認定こども園等の給付費  

  ６億２３万円 

保育所や幼稚園、認定こども園など運営に係

る費用を負担します。（施設型給付費） 

⑥認可保育所の運営 

拡 充  ２億６２０万円 

就労等により家庭で保育することができない
保護者にかわって認可保育所で保育を行います。
（公立１園、私立１園） 

私立認可保育所（いせの里保育園）において、

休日保育を実施します。 

※対象者は保育認定の園児（０歳～就学前まで） 

⑦へき地保育所管理運営事業 

６，３６０万円 

郊外地区の子どもたちの集団保育を各地域で
組織する運営委員会へ委託して実施します。 

  平成３１年度は、さんごそう保育園と嘉多山保
育園を統合し、新設した「さんごそう保育園」が
開園します。へき地保育所へバスを利用して通園
している場合に交通費の助成を行います。 

※⑤～⑦ （保育園・認定こども園・幼稚園） 
〔保育料等の無償化：１０月から実施〕 
・３歳～５歳までは全世帯が無償化 
・０歳～２歳までは非課税世帯のみ無償化 

⑧幼稚園型一時預かり事業 

  １，３０１万円 

私立幼稚園・認定こども園で一時預かりを実施

することにより、子育て環境の充実を図ります。 

 

⑨子ども・子育て支援事業計画の策定 

２２１万円 

第２期子ども・子育て支援事業計画を策定しま

す。 

⑩一時保育事業         ５１９万円 

緊急・一時的に保育が必要となる児童に対して、

保育所・認定こども園にて保育を実施します。 

（私立３園にて実施） 

⑪病後児保育事業      新 規  ４０１万円 

私立認可保育所（いせの里保育園）において、

病後児保育を実施します。 

※対象者は保育認定の園児（１歳半～就学前まで） 
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⑫乳幼児世帯生活応援事業   ２４５万円 

お子さまの誕生を祝して、紙おむつ用ごみ袋

を無償で支給します。（０歳児：２４０枚） 

⑬児童館管理運営事業  

 拡 充  ６，１１４万円 

児童館の管理運営を行うとともに、児童クラ

ブを設置し、児童の健全育成を図ります。   

※北児童館は、民間委託する児童館（いせの里

児童センター）に変わります。 

⑭未熟児養育医療給付事業   ３００万円 

都道府県の指定した養育医療指定機関におい

て入院を必要とする重症未熟児に対して、養育

に必要な医療の給付を行います。 

⑮児童扶養手当の支給  

拡 充  ２億３，５０２万円 

ひとり親家庭等で子どもを養育している方へ児

童扶養手当を支給します。平成３１年１１月から年

３回から６回の支給へ変更となります。 

⑯母子家庭等自立支援給付金支給事業 

４９７万円 

ひとり親家庭の親が専門的な資格を取得する

ために必要な費用の一部を助成します。 

⑰ひとり親家庭臨時特別給付金給付事業 

新 規  ４６万円 

児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親

に対して臨時特別給付金を支給します。   

（給付額：17,500 円） 

⑱こども医療助成事業   ９，２０７万円 

中学生までの子どもの医療費の全額または一

部を助成します。 

 

 年齢区分 自己負担 

通院 

歯科 

調剤 

３歳まで 無料 

小学校 

入学前 

非課税：無料 

課税：１割負担 

小中学生 １割負担 

入院 中学生まで 無料 

  ※高校生等から数えて第３子目以降は無料 

⑲ひとり親家庭等医療助成事業 

 ３，４４８万円 

ひとり親家庭等の医療費について自己負担分

の全額又は一部を助成します。 

⑳潮見地区認定こども園整備事業補助金 

拡 充  ２億４，０５０万円 

潮見地区に民間による新たな認定こども園を
整備するための補助を行います。平成３１年度
は、本園舎の建設等を行います。 

㉑子育て世代包括支援センター運営事業 

≪子育て支援課≫ 

新 規  ８６６万円 

保健センターにおいて、妊娠期から子育て期
にわたるまでの切れ目のない総合的な相談支援
を行います。（対象者：妊産婦、就学前の乳幼
児とその保護者） 

 

※子育て世代包括支援センター連携事業 

≪健康推進課≫ ※重複掲載 

・産婦健康診査事業  新 規 １６０万円 

・産後ケア事業    新 規 １１１万円 

・母子手帳アプリ事業  新 規  ３９万円 

 

 

 

社会保障 ≪社会福祉課≫ 

 

①進学準備給付金給付事業  

拡 充 ３０万円 

大学等進学による生活保護廃止時に、進学準

備給付金を給付し支援します。 

 

②健康管理支援事業 

          新 規 ３５６万円 

生活保護受給者の医療レセプトを分析し、生

活習慣病罹患者へ保健指導を実施します。 

 

生 活 福 祉 
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農林水産部のことしのまちづくり 
 

 

農業基盤の整備等《農林課》

①卯原内ダムの管理 

・管理事業        ２，３９１万円 

国で設置した農業用ダム等を管理します。 

・土砂撤去事業    拡 充  ５００万円 

卯原内ダム附帯施設の土砂を撤去します。 

・設備改修事業    拡 充  １７６万円 

無停電電源装置の電池の更新を行います。 

②斜網地区ダムの管理 

・管理事業          １,４０９万円 

国で設置した農業用ダム等を管理します。 

・管理省力化事業   拡 充  ４２３万円 

用水管理システムの外部通信機器を、１市

４町で整備します。 

・小水力発電事業 拡 充  ２，８３３万円 

斜網地区ダムの放流水を活用した小水力発
電施設を１市４町で整備します。 

③道営土地改良事業  ２億８，２６１万円 
（中部: 4,200 万円、藻琴: 7,000 万円、 

 西部: 8,000 万円、平和: 4,000 万円 

 南部東第 2: 5,031 万円 

 南部西第 2:   30 万円） 

道営事業として行う農地改良の費用を、一部
負担します。 

畑作の振興《農林課》 

①ジャガイモシロシストセンチュウ緊急 

防除事業  拡 充  １億２，５５８万円 

国の緊急防除の指定を受けたジャガイモシロ
シストセンチュウを駆除するため、発生圃場の
生産者に防除協力金を交付するほか、土壌消毒
などの防除作業やまん延防止対策を行います。 

②重要病害虫防疫対策事業   １１０万円 

畑作物の生育に重大な影響を及ぼす重要病害
虫のまん延防止対策を行います。 

③スマート農業推進事業 拡 充  ５０万円 

スマート農業の導入に取り組むものに対し、
その費用の一部を助成します。 

④もち麦栽培促進事業 新 規  １００万円 

機能性もち麦の産地形成を目指し、機能性も
ち麦の栽培試験を行った農業者に対して、栽培
経費の一部を助成します。 

農産物の販路拡大《農林課》 

①地域連携長いも高付加価値化推進事業 
８００万円 

大空町及び東京農業大学、ＪＡと連携し、長

いもの高付加価値化を図る調査研究を行います。 

②オホーツク産麦類消費拡大事業 

３５万円 

地元産麦類の消費拡大を図るため、地元麦類

に関する食のイベントを開催します。 

畜産の振興《農林課》 

①あばしり和牛産地基盤づくり推進事業 

 補助金          １００万円 

繁殖雌牛の計画的な更新を推進し、「オホーツ

クあばしり和牛」のブランド化を支援します。 

②畜舎防疫事業補助金          ３０万円 

畜舎の石灰塗布等を行う家畜飼養者に対し経

費の一部を助成します。 

農村の振興《農林課》 

①農業農村多面的機能発揮促進事業         

１億５,３７１万円 

農業・農村の多面的機能（農地維持、資質向

上）発揮のための地域活動等を支援します。 

農業の担い手育成《農林課》 

①農業担い手実践研修支援事業 ３５０万円 

農業後継者及び新規就農者を対象に、優れた

農業経営や地域リーダー育成を図ることを目的

に開催する研修に対し経費の一部を助成します。 

 

農 業 
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林業の振興《農林課》 

森林がもつ機能を維持・再生するため長期的

な視点で森林整備を進めます。 

①森林整備補助金  拡 充 ２,０１６万円 

（未来につなぐ森づくり推進事業・除間伐 

奨励事業・人工造林推進事業 外） 

②市有林整備事業 拡 充  １，２７６万円 

③森林管理意向調査事業 新 規  ６０万円 

経営や管理が行われていない森林を対象に森
林所有者の管理意向を調査します。 

④稲富林道橋梁点検事業 新 規  １２４万円 

⑤稲富林道法面復旧事業 

拡 充  １，０００万円 

⑥林道維持管理事業   拡 充  １００万円 

⑦鳥獣害防止対策事業      ５７３万円 

エゾシカなど農作物に被害をもたらす有害鳥
獣の被害防止対策を行います。 

⑧狩猟免許取得支援事業     １５万円 

有害鳥獣の駆除を担う人材を育成するため、
狩猟免許新規取得者に取得費用を助成します。 

⑨ヒグマ生息実態調査事業  

新 規  ６０万円 

  ヒグマの目撃情報が増加傾向であることから、
被害を未然に防ぐ対策を講じるため、ヒグマの
生息実態を調査します。 

 

 
 
 

資源管理型漁業の推進《水産漁港課》 

①沿岸浅海域の漁場造成と資源調査 

      ２０５万円 

ウニ、ナマコなどの浅海域漁業資源の漁場造

成と資源調査に対する支援を行い、漁業生産の

安定化を目指します。 

 

②さけ・オホーツクサーモン資源の安定化 

      ９５万円 

さけ・オホーツクサーモン（カラフトマス）
の稚魚の分布や成育調査に対する支援を行い、
資源の安定化を図ります。 

③ホッカイエビ資源増大試験  ５７万円 

資源の減少が見られるホッカイエビの資源増
大に向けた試験研究を行います。 

④濤沸湖シジミ漁業再生に向けた支援 

         ６５万円 

シジミ資源が枯渇した濤沸湖でのシジミ漁業
の再生を目指します。 

⑤網走湖ヤマトシジミ資源の回復 

      新 規  ５０万円 

資源枯渇の危機にある網走湖シジミ資源の回
復に向けた調査研究を支援します。 

⑥能取湖水質・資源調査の実施 ２５０万円 

能取湖の漁業安定化のために湖内環境及び漁
業資源に関する調査を支援します。 

⑦網走湖水質・資源調査の実施 ２５０万円 

網走湖の漁業安定化のために湖内環境及び漁
業資源に関する調査を支援します。 

⑧河川等漁場環境の保全    ３２万円 

急激に浅化が進んでいる湖沼・河川等の漁場
環境保全を進め、漁業の永続的な安定を目指し
ます。 

 

 
 
 

①北海道ＨＡＣＣＰ等導入への支援 
《水産漁港課》        １５０万円 

衛生管理体制の向上を行う水産加工事業者を
支援します。 

②｢流氷明けウニ・カニ｣ブランドの推進 

《水産漁港課》         ４８万円 

｢流氷明け｣時期の“特に美味しい”とされる
ウニやカニのブランド化を進めます。 

漁 業 

林 業 

水産加工・販売促進 
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観光商工部のことしのまちづくり 

 

 

 

①大曲湖畔園地整備事業《観光課》 

   １,１６１万円 

  日本最大級のひまわり畑やコスモス畑などの景
観整備及び、アスパラ畑など収穫体験の受入環境
整備を行います。 

②天都山周辺の花園整備《観光課》  

５４１万円 

   ボランティア活動により天都山周辺花園を整備
し、観光客の誘客促進を図ります。 

③サンゴ草群生地再生保全事業《観光課》 

            ３８５万円 

  サンゴ草群生地を保全するために土壌乾燥化防
止対策や地下水位観測調査等を行います。 

④天都山展望台・オホーツク流氷館の  

展示物改修基本計画の策定 《観光課》 

  新 規 ６００万円 

  天都山展望台・オホーツク流氷館リニューアル
に向けた展示改修のための基本計画を策定します。 

 
 

 

 

①海外宣伝ＰＲ事業《観光課》 １１７万円 

  外国人観光客を誘客するため、台湾・香港・タ

イ・シンガポールの観光雑誌に広告掲載します。 

②国内宣伝ＰＲ事業《観光課》 ４０４万円 

国内観光客を誘客するため、国内の旅行雑誌や
旅行ＷＥＢサイト、航空会社の機内誌に広告など
を掲載します。 

③国内観光キャンペーン事業《観光課》 

１００万円 

  国内観光客を誘客するため、観光業界と連携し

て主要都市で観光キャンペーンを行います。 

 

④流氷パタラ衣装新調事業《観光課》 

新 規 ２５０万円 

網走観光のＰＲ活動を担う「流氷パタラ」の衣
装を新調します。 

 
 

 

①地域ＤＭＯ設立推進事業《観光課》 

新 規 ６００万円 

魅力的な観光地づくりを戦略的に行うため、網
走市をエリアとする地域ＤＭＯの設立を目指しま
す。 

②天空の里魅力発信・活性化事業 

《観光課》       拡 充 ２４２万円 

  天都山周辺の賑わい創出と活性化を図るため、
エリア内の事業者と連携し、エリアマップの作成
などを行うとともに、案内看板を整備します。 

 
 

 

 

①外国人観光客誘致対策プロモーション 

事業《観光課》        ４００万円 

  外国人観光客の誘客を促進するため、東アジ
ア・東南アジアで観光プロモーションを行います。 

②外国人観光客インフォメーション事業 

《観光課》           ５８１万円 

   観光案内所における外国人観光客への案内業務
及び、外国語ブログやツイッター等を活用して観
光情報を発信します。 

③ひがし北海道空港連携海外観光客誘致 

事業《観光課》        １５０万円 

  女満別・釧路・帯広空港エリアが連携して、海
外でひがし北海道観光のＰＲやチャーター便の誘
致を行うとともに、各空港の国際線受入体制の充
実を図ります。 

 

外国人観光客誘致促進 

キャンペーンＰＲ 

観光価値の向上 

魅力の戦略的発信 



14 

 
 
 

①オホーツク網走マラソン開催負担金 

《観光課》        １，１９０万円 

オホーツク網走マラソン２０１９を開催します。 

②友好都市マラソン交流・ＰＲ事業 

《観光課》           ７２万円 

  天童市（観光物産交流都市）とマラソンを通じ
て交流を深めるため、「天童ラ・フランスマラソ
ン」に市民交流ランナーを派遣するとともに、網
走の食にまつわるエイドを出店します。 

③サイクルアドベンチャーオホーツク事業 

《観光課》      新 規 ３００万円 

  北見市、大空町、小清水町と連携し、サイクル
イベントやツアー造成の実施、サイクリストの
受入環境整備を進め、食、景観、体験等を通じ
た、オホーツク地域のブランド化を図ります。 

④オホーツクシートゥーサミット開催事業 

《観光課》      新 規 ４００万円 

 「オホーツクＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ」を開
催し、アドベンチャートラベルのフィールドとし
ての認知度向上を図るとともに、モンベルとの連
携により地域における新たなコンテンツ「カヤッ
ク」などの整備を行いながら、観光客の誘客促進
を図ります。 

 
 
 
 
 

①施設巡り観光バス運行事業《観光課》 

                ４００万円 

  観光施設を巡る路線バスの通年運行を維持する
ため、閑散期のバス運行を委託します。 

②観光交通ネットワーク推進事業《観光課》 

            拡 充 １６１万円 

  観光交通ネットワークについて交通事業者、
国・道などと連携し、さらなる充実を図ります。 

 
 
 

①閑散期対策商品造成事業《観光課》 

６５０万円 

閑散期の誘客を促進するため、市内に宿泊する
ツアー商品、インバウンドを対象とした宿泊商品
及び往復鉄道を利用する宿泊商品の造成及び販売
に対して助成します。 

②観光需要喚起対策事業《観光課》 

新 規 ３２０万円 

４月・５月の網走への旅行需要創出策を講じる
ことにより、観光客の減少を食い止め、経済の活
性化を図ります。 

③鉄道利用型観光客誘致促進事業《観光課》 

           ２２０万円 

  鉄道を利用する観光客を誘客するために、ＪＲ
北海道が販売する「ひがし北海道フリーパス」を
使用し、かつ市内に宿泊する観光客に対して助成
します。 

 
 
 
 
 

①観光推進プラットフォーム形成事業 

《観光課》          １５０万円 

  観光事業者と異業種の方々で練り上げた地域資
源を活用した旅行商品の本格販売に向けて実証的
なテスト販売を行うほか、旅行商品の魅力を伝え
る宣伝やプロモーション活動を行います。 

 
 
 
 
 

①あばしりオホーツク流氷まつり補助金 

 《観光課》          ７９０万円 

 

スポーツ観光 

観光イベント支援 

連携による観光推進 

宿泊者増強対策 

観光客の利便性向上 
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①女性・高齢者就労支援事業 

《商工労働課》         ３５万円 

    結婚や出産を機に離職した女性の再就職を応援

するセミナーを開催するとともに、高齢者向けに

就職説明会を開催します。 

②地域連携インターンシップ活用労働力 

 確保事業《商工労働課》   １２１万円 

    大空町、東京農業大学及び農協と連携し、学生

インターンシップを活用した地域産業の労働力確

保の取組を進めます。 

③Ｕ・Ｉターン就職推進事業《商工労働課》 

    ５９万円 

労働力確保のため首都圏等の就職セミナーに出

展する事業者に対し、その経費の一部を助成しま

す。また、網走に縁や関心のある若者向けにＳＮ

Ｓを通じて網走の近況や求人情報を発信します。 

④就業型移住支援事業《商工労働課》 

 新 規 ２１０万円 

市内で就業や創業を行うことを前提に移住する

方に対し、移住に係る経費の助成を行います。 

⑤建築技能者等地域定着促進事業 

《商工労働課》        ３９５万円 

地域における、建築関連技能技術者の人材の確

保・養成事業に対して助成します。 

⑥建築技能者人材確保補助金《商工労働課》 

             ４０万円 

網走地域建築技能者等地域定着促進運営協議会

の修学資金利用者を採用し、通年雇用する事業者

に対して助成します。 

 

 

 

 

中小企業の振興《商工労働課》 

①中小企業人材育成補助金   ５３万円 

  中小企業等の従業員や経営者の人材育成支援を

図るため、中小企業大学校で開催される講座、研

修会の受講料を助成します。 

②融資制度の充実

  中小企業等に対する円滑な金融支援を行います。 

・一般資金貸付      ７億８,５５７万円 

・店舗改善資金貸付        １６０万円 

・工場等進出資金貸付            ２５０万円 

・経営安定資金貸付       ４,５７０万円 

・起業化等資金貸付       ２,５９０万円 

・東日本大震災関連特別資金貸付   １６０万円 

・中小企業融資保証料補給補助  １,３５８万円 

・東日本大震災関連融資保証料補給補助       ６万円 

 

 

中心市街地の活性化《商工労働課》 

①中心市街地活性化対策支援事業 

  １６４万円 

まちなかのコミュニティの場の設置、及び商店
街リーダー育成事業に助成します。 

②地域経済・中心市街地活性化 

総合推進事業         ２７０万円 

中心市街地の活性化に向け、新たに設立された
まちづくり会社「まちなか網走」と連携し、中心
市街地の賑わい創出に取り組みます。 

③空き店舗・空き地活用事業補助金 

   ２３７万円 

中心市街地の空き店舗や空き地を活用して出店
する者に対し、店舗改修及び一定期間の家賃の一
部を支援します。 

④あばしりオホーツク夏まつり補助金 

２１２万円 

⑤花火大会魅力アップ事業補助金 

２００万円 

⑥あばしり七福神まつり補助金 ２０５万円 

⑦オホーツク屋台村補助金    １８万円 

 

商 工 業 

就労対策 
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企業誘致《商工労働課》 

①企業誘致プロモーション事業  ５０万円 

企業向けのプロモーション活動を通じて、情報

収集及び企業誘致の促進を図ります。 

②企業立地促進補助金 

新 規  ３，５４０万円 

  企業立地促進条例に基づき、市内での事業所等

の新設・増設及び雇用者の増に対し助成します。 

③再生可能エネルギー活用調査事業   

５０万円 

バイオマス発電の排熱等を活用した新たな事業

について調査・研究を行います。 

 
 
 
 

ものづくり支援《商工労働課》 

①ものづくり総合支援事業   ３５２万円 

  ・事業化等スタートアップ支援事業 

新たな事業の初期段階を支援します。 

・新製品創出支援事業補助金 

   中小企業者等が行う、新製品の創出や新たな

商品開発に関する取組を支援します。 

  ・製品パッケージ改良等サポート事業 

   製品の内容やパッケージ等に関する改良に対

し支援します。 

 ・地場特産品付加価値向上事業 

 地場特産品の付加価値向上の取組や、海外輸

出に向けた取組を支援します。 

・北海道ＨＡＣＣＰ導入支援事業 

   食品製造時の衛生管理のため施設や設備の改

良の取組を支援します。 

・ものづくり支援セミナーの開催 

 

 

市場開拓・販路拡大《商工労働課》 

①「おいしいまち網走」ＰＲ事業 

 拡 充  ６億８,７１３万円 

市外在住者からのふるさと寄附に対し、特産品

などを贈呈することにより、網走の魅力や商品の

ＰＲを行います。 

 

②地場産品市場開拓推進事業  １６７万円 

  交流都市で物産ＰＲを行うほか、大都市圏で開

催される商談会等への出展補助などを行い、地場

産品の販路拡大を図ります。 

③新製品等プロモーション支援事業 

          １００万円 

  中小企業者等が開発した新製品等の販路拡大及

び販売促進を目的に、マスメディアを活用した広

報支援事業を実施します。 

 

 

創業支援《商工労働課》 

①起業化支援事業補助金     １５０万円 

  新たに市内で事業を起こそうとする個人・小規

模企業者に対し、店舗の取得または改修に要する

経費の一部を助成します。 

②天空の里出店支援事業補助金 ５０万円 

  天都山周辺の賑わいの創出と活性化を図るため、

エリア内に出店する者に対し、店舗の取得または

改修に要する経費の一部を助成します。 

 
 
 
 

①生活交通路線維持対策事業《商工労働課》 

２,６９３万円 

  交通弱者の移動手段を維持・確保するため、地

方路線バスの運行経費に対して助成します。 

②地域コミュニティ交通対策事業 

《商工労働課》        ５９２万円 

  公共交通空白地域の解消を図るため、西山通線

及び二ツ岩線の運行経費に対して助成します。 

③地域公共交通網形成計画策定事業 

《商工労働課》    新 規 ２７０万円 

持続可能で効率的かつ利便性の高い公共交通網

のあり方についての計画を策定します。 

④公共交通運転手確保対策支援事業 

《商工労働課》     新 規 ６０万円 

  旅客運送事業者が旅客輸送に従事する運転手を

養成するために行う、第二種運転免許の取得支援

に係る費用の一部を助成します。 

公 共 交 通 

産 業 振 興 
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建設港湾部のことしのまちづくり 

 

①市道の整備《都市整備課》 

７，７５０万円 

未舗装道路の舗装化や安心安全な道路整備を

計画的に行います。 

②市道の改修《都市整備課》新 規 １億円 

 老朽化した道路、側溝などの改修を緊急度に

応じて計画的に行います。 

③通学路の安全対策《都市整備課》 

・歩道の整備 拡 充  １億２，２００万円 

 通学路の安全を確保するため、小中学校通学
路の歩道新設・改修工事を行います。 

④冠水対策《都市整備課》 ５，０００万円 

 大雨等による道路冠水の被害を防止するた

め、道路集排水の機能向上等の工事を行います。 

⑤郊外道路の整備《都市整備課》 

拡 充  ８，０００万円 

スクールバスや農業車両の安全な通行を確

保するため、郊外地域の未舗装道路の舗装化を

行います。 

⑥橋梁の長寿命化《都市整備課》 

拡 充 ６，２００万円 

橋梁の長寿命化を図るため、修繕計画に基づ

き橋梁の修繕を行います。 

⑦市道等の維持管理《都市管理課》 

拡 充  １億６，７４２万円 

 市道等の舗装補修や区画線工事、道路排水改

修、道路照明の維持管理などを行います。 

⑧街路樹の維持管理《都市管理課》 

 ６５０万円 

  市道の街路樹の補植・剪定を行います。 

⑨ロードヒーティングの整備 拡 充 

《都市整備課》     ５，０００万円 

  冬季間の交通の安全を確保するため、老朽化

したロードヒーティング施設の更新を計画的

に行います。 

 

①市道等の除雪《都市管理課》 

 ・市道等の除雪     ４億８６５万円 

冬期間の市民の暮らしと交通を確保するた

め、市道５８９．５ｋｍのうち、４２０．７  

ｋｍと市道以外の道路４６．９ｋｍの除雪を行

います。 

・ロードヒーティングの維持・管理 

 ８，９０８万円 

市道２４路線５４ヵ所の車道・歩道のロード

ヒーティングを維持管理することにより、冬期

間の安全な交通を確保します。 

・除雪車の更新 拡 充  ４，９００万円 

老朽化した除雪クレーダを更新します。 

 

①河川の整備《都市管理課》 ４，２００万円 

 市が管理する河川の水防対策など環境整備

を行います。 

②河川等の排水対策《都市管理課》 

 拡 充  ３，２００万円 

 大雨による冠水被害を防止するため、非常用

電源を整備し、迅速な対応を図ります。 

 

①公園緑化の推進《都市管理課》 

拡 充  ３，４０２万円 

都市公園等の保全・管理や施設の保守・点検

を行い、良好な都市景観の保全に努めます。 

②地域パークゴルフ場の管理 

《都市管理課》         ３７１万円 

地域パークゴルフ場の維持管理を行う町内

会に対し、グリーン用種子、肥料等の支援並び

に芝生のエアレーションを行い、芝の延命を図

ります。 

③網走川筋環境整備事業《都市整備課》         

４７０万円 

網走川沿いの賑わい創出を目的に、情報案内

板等を設置します。 

道   路 

公園・緑地 

河  川 

除  雪 
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④公園施設の改修事業《都市整備課》 

   新 規  ３，９００万円 

駒場公園およびスポーツ・トレーニング・フ

ィールドの老朽化した公園施設を改修します。 

 

①市営住宅解体事業 

《建築課》  拡 充  １億１，３００万円 

潮見団地建替えに向け既設市営住宅の解体

工事を行います。 

②高齢者世帯地域優良賃貸住宅建設促進

事業《建築課》 拡 充  ３，６００万円 

高齢者が歩いて暮らせる「まちなか居住」を

促進するため、高齢者向け民間賃貸住宅の建設

に補助します。 

③賃貸住宅家賃支援補助金《建築課》 

１４４万円 

空き家を活用した登録賃貸住宅に、低所得の

子育て世帯が入居する場合に家賃を補助しま

す。 

④賃貸住宅改修補助金《建築課》３０万円 

子育て世帯向け登録賃貸住宅の住宅改修費

を補助します。 

⑤住環境改善補助金《建築課》 

１，０００万円 

長寿命化、省エネ、バリアフリーなどの居住

の向上を図る改修に対して工事費の一部を補

助します。 

⑥省エネ住宅新築促進事業《建築課》 

拡 充  ８００万円 

低炭素なまちづくりを目的に、省エネ基準を

満たす新築住宅の建設に補助します。 

⑦空き家バンク事業《建築課》  ２２万円 

空き家バンクを活用し、空き家の流通を促進

することで危険空き家の増加を防ぎます。 

⑧空き家等解体事業補助金《建築課》 

２００万円 

昭和５６年建築以前の旧耐震建築住宅の解

体及び特定空き家の解体に係る経費の一部を

助成します。 

⑨公共施設長寿命化点検事業《建築課》 

 拡 充 １,５２０万円 

公共施設の点検を強化し、施設の安全確保と

長寿命化を図ります。 

 

 

①国が行う港湾事業の負担金《港湾課》 
 １億１,０００万円 

国が行う南防波堤施設や川筋地区の物揚場施

設の整備費の一部を負担します。 

②第４ふ頭舗装の改良《港湾課》 

  拡 充  ６，０００万円 

  老朽化したふ頭の改良を行います。 

③防舷材の更新《港湾課》 

拡 充  １，２００万円 

  岸壁の老朽化した防舷材を更新し、安全対

策を強化します。 

 

④モヨロ緑地の整備《港湾課》 
 ６００万円 

網走川周辺地区の賑わい創出のため、モヨロ

地区緑地の整備を行います。 

⑤客船の誘致及び受入対応《港湾課》  

         ２１２万円 

客船誘致のため、ポートセールスを行います。

また、寄港する客船（飛鳥Ⅱほか）の乗船客に

対し観光ＰＲやおもてなしを行い、市内観光施

設や飲食店などへの誘客を図ります。 

⑥広域連携による海外クルーズ客船誘致 

《港湾課》             拡 充  ８０万円 

道内の港湾と連携し、海外クルーズ船社へプ

ロモーションや担当者の招請、クルーズ博への

参加を通じ海外クルーズ船の誘致を行います。 

⑦みなと観光交流センター魅力向上 

の検討《港湾課》   新 規  ４０万円 

  みなと観光交流センターの更なる魅力向

上に向けた検討を行います。 

住宅・宅地 港  湾 
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学校教育部のことしのまちづくり 
 

 

 

 

①学力向上のための取組《学校教育課》 

児童生徒の学力向上に取り組みます。 

・学習支援員の配置     １，７９６万円 

・あばしり寺子屋の開催        ９万円 

・読書感想文コンクールの開催     ３１万円 

 

②小中学校図書の整備《学校教育課》 

・図書館司書の配置     １，０４７万円 

・図書館図書の整備       ５００万円 

 

③小学校ＩＣＴ教育環境の整備 

《学校教育課》   拡 充 ６，４４０万円 

小学校のパソコン教室設置のパソコンをタブ

レット機能を有する機種に更新し、教育環境の

充実を図ります。 
 

④英語指導助手（ＡＬＴ）の配置 

《学校教育課》     拡 充 ７８４万円 

海外から英語指導助手を招へいし、小学校及

び中学校における英語授業や特別活動及び課外

授業の関わりを通じ、英語教育の充実と国際理

解教育を進めます。 

 

⑤教育相談カウンセラーの配置 

《学校教育課》        １９７万円 

専門的な知識を持つカウンセラーを配置し、

児童生徒の相談に対応できる体制を作ります。 

 

⑥中学校体育文化振興事業《学校教育課》 

拡 充 １，１００万円 

中学校の体育文化活動として大会、コンクー

ル等に参加する経費の一部を助成します。 

 
⑦特別支援教育支援員の配置 

《学校教育課》   拡 充 ３，２０４万円 

通常学級や特別支援学級に在籍する、様々な

障がいを持つ児童生徒の学校生活や学習活動上

のサポートを行う支援員の配置時間を拡充しま

す。 

 

⑧コミュニティスクール推進事業 

《学校教育課》      新 規 ４０万円 

保護者や地域の方々が学校の様々な課題解決

に参画し、それぞれの立場で主体的に子どもた

ちの成長を支えるための仕組みを取り入れ、「地

域とともにある学校づくり」を推進します。 

 

⑨学校施設の環境整備《学校教育課》 

拡 充 ４，２１０万円 

老朽化している屋上の防水改修や学校の図書

室防寒対策工事、暑さ対策として網戸を増設す

るなど、学校施設の環境整備を図ります。 

 

⑩網走南ヶ丘高校定時制生徒通学手段 

確保事業《学校教育課》 

 新 規 １５０万円 

  網走南ヶ丘高校定時制に通う生徒の下校時の

公共交通手段として、タクシーを乗合で利用す

る取組を支援し、利便性の向上と通学時の安全

確保を図ります。 

 

⑪スクールバスの購入《学校教育課》 

新 規 ２，５００万円 

  郊外地域の通学環境の向上を図るため、スクー

ルバスを購入します。 

学 校 教 育
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社会教育部のことしのまちづくり 
 

 

 

 

 

生涯学習《図書館》 

①読書活動の推進        ３１万円 

図書館まつりや読書週間記念イベントの開催な

ど、読書活動促進のための各種事業を実施します。 

 

②図書館管理システム機器の更新 

             拡 充 ４００万円 

図書館管理システムのＯＳと機器を更新します。 

 

社会教育《社会教育課》 

①放課後子ども教室【遊村あばしり】 

の開設           ７１３万円 

安全・安心な子どもの居場所づくりのため、放課

後や週末に、地域の大人を指導者として、様々な体

験・交流活動を行う教室を市内各所に開設します。 

 

②学校支援地域本部事業    １２１万円 

学校での教育活動を市民のボランティアが支え

子どもの教育に関わることで、学校教育の充実と

地域ぐるみで子どもを育てる体制を整えます。 

 

③子どもと動物ふれあい事業  ９３万円 

小動物とふれあい、生命を大切にする心や豊か

な情操を育むため、６月から９月まで呼人スポー

ツ・トレーニングフィールド等で「ふれあい動物

園」を開催します。 

 

④子どもフェスティバル事業  ３９万円 

科学する心を育むため、子ども達のために市民

が連携して楽しい実験や体験などを提供します。 

 

⑤あばしり学講座        ４３万円 

 網走の魅力や価値を発見、再確認し、未来を創

造できるよう、自然・文化・歴史・経済・産業な

ど様々な学びを「あばしり学」として展開します。 

⑥子ども夢育事業        １１７万円 

中学生を対象に夢や人生などをテーマにした文化

講演を開催します。「夢を持って生きること」の大切

さを学び、感性豊かな心を育むことで、たくましく

生きる力を形成します。 

 

⑦北海道科学大学連携講座      ０円 

北海道科学大学と連携して、子どもから大人まで

幅広く学ぶことができる講座を開催します。 

 

⑧中学生・高校生への自習室の開設 ０円 

 学習支援や居場所づくりのため、学校の試験前

などにエコーセンター2000の空き部屋を自習室と

して開放します。 

 

⑨市民会館改修事業  拡 充 ４００万円 

大ホールの舞台吊物設備の改修工事を行いま

す。 
 

⑩オホーツク・文化交流センター改修事業 

       拡 充 ４９０万円 

エコーホールの舞台吊物設備の改修工事を行

います。 

 

 

 

①クラシック音楽鑑賞会事業補助金 

《社会教育課》          １５０万円 

優れたクラシック音楽の鑑賞機会を創出しま

す。 
 

     ②芸術文化合宿事業補助金 

《社会教育課》          ６０万円 

芸術文化団体や大学などが行う、市内での合宿

活動や市内芸術文化関係者との交流活動を支援

します。 
 

③エコーセンター2000 芸術文化事業 

《社会教育課》         ５８３万円 

市民の企画提案を受けながら、さまざまな芸術

文化公演の鑑賞機会を提供します。 

芸 術 文 化

社 会 教 育
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④美術館企画展の開催《美術館》 

３７３万円 

「鼓動する日本画展」、「半谷学展」など企画展

を開催します。 

 

 

 

 

①博物館重要文化財指定推進事業 

《博物館》            ５０万円 

博物館建物の重要文化財指定を目指し、講演

会等を開催します。 

 

②博物館網走監獄耐震診断補助金 

《博物館》           １００万円 

博物館網走監獄の重要文化財建造物の耐震診

断に対して支援します。 

 

 

 

 

 

スポーツ《スポーツ課》 

①ラグビーワールドカップキャンプ地受入 

・施設整備事業   新 規  ５，８２９万円 

・受入事業     新 規    ３６９万円 

 

②スポーツイベントの支援 

・各種全道大会補助（6大会）  １８９万円 

・オホーツク歩くスキーの集い   ２７万円 

・ホクレン・ディスタンスチャレンジ 

 網走大会           １９０万円 
 

③スポーツ合宿の誘致・受入  ９５０万円 

スポーツによる明るいまちづくりや地域の活

性化を図るため、スポーツ合宿の誘致・受入や

スポーツ教室等の開催を行います。 

 

④東京オリパラホストタウン構想推進事業            
２００万円 

東京オリンピック・パラリンピックに向けて

合宿誘致及び市民との交流を図ります。 

⑤スポーツ少年団活動支援事業 

     拡 充 ３２０万円 

市内スポーツ少年団が全道大会等へ参加する

際の交通費を助成します。 

 

⑥「夢の教室」開催事業   ２４５万円 

スポーツ選手などが、「夢先生」として小学校

を訪問し、夢を持つことや夢に向かって努力する

ことの大切さを伝えます。 

 

⑦障がい者スポーツの推進 

               １１１万円 

障がい者スポーツ教室の開催や障がい者スポ

ーツ指導者の資格取得を支援するほか、障がい者

スポーツの合宿誘致・受入を行います。 

 

⑧日体大屋内直線走路利用促進事業 

        ４０万円 

 日体大附属高等支援学校の屋内走路（ＮＡＲ

Ｓ）の利用促進を図ります。 

 
⑨日体大連携スポーツ教室開催事業 

        ２５万円 

 日体大等と連携し、スポーツ選手や指導者を講

師として招き、スポーツ教室を開催します。 

 
⑩体育施設備品の整備 

・ハードル、棒高跳び用マットの更新 

           拡 充 ７０９万円 

 
⑪スポーツ・トレーニングフィールドの 

整備 

・ゴーカートの更新  拡 充 ３６０万円 

 

⑫スキー場の整備 拡 充 １，１８７万円 

第２リフトのワイヤーケーブル交換及び高圧

受電設備の改修を行います。 

 

⑬屋内ゲートボール場の整備 

   拡 充 １，５４０万円 

  老朽化した人工芝の張替えを行います。 

ス ポ ー ツ

文 化 財 保 護
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水道部のことしのまちづくり 

 

 

①水道施設の整備 《水道事業会計》 

拡 充 ４億９０８万円 

安全で大切な水を、無駄なく安定して各家庭

に届けるため、導水管や配水管の布設替などを

行います。 

・導水管布設替（材料費） １地区 

（稲富地区） 

・配水管布設 

給水不良地区解消    ８地区 

・配水管布設替 

都市整備関連      ６地区 

漏水防止対策     ４地区 

 

②飲料水の衛生確保  

《健康推進課・簡易水道特別会計》 

１０３万円 

飲用井戸水の衛生確保と生活環境の向上のた

め、井戸水浄水器の設置に係る費用の一部を助

成します。 

（上水道、簡易水道等が未普及地域のみ） 

 

 

 

 

 

①下水道施設の整備《公共下水道特別会計》   

・浄化センター等の施設整備 

１億８，７９６万円 

老朽化した浄化センター、スラッジセンター
及びポンプ場を更新します。 

 

 

 

・汚水管渠の施設整備    ４，６３５万円 

  老朽化により腐食した汚水管渠を更新します。 

・圧送管の更新    拡 充 ２，１２３万円 

  呼人地区の圧送管を計画的に更新します。 

・非常用発電設備の整備 

 拡 充  ４，９４３万円 

  停電等に備え、左岸中継ポンプ場の非常用発電

設備を更新するとともに、移動式発電機を配置し

ます。 

・枝線の整備、公共桝の設置 ４，６４６万円 

 

②地方公営企業法適用の推進 

《公共下水道特別会計》    ５８０万円 

平成３２年度の地方公営企業法適用に向けて、

固定資産台帳、会計システムの整備を行います。 

 

③下水道計画区域外の排水処理 

《個別排水処理施設整備特別会計》 

     ２，０９０万円 

下水道計画区域外で、トイレの水洗化と生活

雑排水の処理を併せてできる「合併処理浄化槽」

を整備します。 

 

水 道 

  生活排水処理 


